
令和2年度双葉地方水道企業団発注予定工事（250万円以上）

1期 ２期３期４期

1 広野駅東側第2期開発（住宅用地）内配水管布設工事 双葉郡広野町大字下北迫字折返地内 DIP-GXφ150 L=300m、DIP-GXφ100 L＝120ｍ、PPφ50 L＝80ｍ 指名競争 ○ 〇 令和3年3月末

2 萱平ポンプ場ポンプ設備更新工事 双葉郡広野町大字折木字南沢地内 ポンプ設備一式 指名競争 ○
令和2年11月末
令和2年12月末

3 町道中満天神岬線外配水管移設工事 双葉郡楢葉町大字北田字上ノ原地内 HIVPφ150 L=130m、(撤去)HIVPφ150 L=150m 指名競争 ○ 〇
令和2年12月末
令和3年3月末

4 町道木屋上ノ岡線外弁筐等嵩上げ工事 双葉郡楢葉町大字井手字木屋地内 仕切弁 N=16基、地下式消火栓 N=6基、空気弁 N=1基 指名競争 ○ 〇
令和2年12月末
令和3年3月末

5 県道広野小高線（毛萱地区）配水管布設替工事その2 双葉郡富岡町大字毛萱字前川原地内 GWGWAφ200 L=125m、DIP-GXφ200 L=270m 指名競争 ○ 〇 令和3年3月末

6 町道小浜2号線配水管移設工事その2 双葉郡富岡町小浜地内 HIVPφ75 L=360m 指名競争 ○
令和2年9月末
令和2年10月末

7 県道小野富岡線配水管移設工事 双葉郡富岡町大字上手岡字後田地内 PPφ50 L=150m 指名競争 ○
令和3年3月末
令和2年10月末

8 県道富岡大越線配水管移設工事 双葉郡富岡町大字上手岡地内 HIVPφ150 L=50m 指名競争 ○ 〇 令和3年3月末

9 県道広野小高線（釜田地区）配水管移設（本設）工事 双葉郡富岡町大字仏浜字釜田地内 PPφ50 L=200m 指名競争 ○ ○
令和3年3月末
令和2年12月末

10 町道関根小浜線配水管移設工事その4 双葉郡富岡町大字小浜地内 PPφ50 L=292m 指名競争 ○ 〇 令和2年12月末

11 農業集落排水（小良ヶ浜地区）配水管移設工事その3 双葉郡富岡町大字本岡字新夜ノ森地内 HIVPφ150 L=65m、HIVPφ100　L=57m、PPφ50 L=131m 指名競争 ○ 〇
令和2年9月末
令和3年3月末

12 曲田地区配水管布設替工事その7 双葉郡富岡町大字仏浜字釜田地内 HPPEφ100 L=85m 指名競争 ○
令和2年12月末
令和2年11月末

13 本町岡内地区配水管布設替工事（3工区）（石綿管更新） 双葉郡富岡町本町1丁目~中央2丁目地内 HIVPφ200 L=11.6m、HIVPφ150 L=137.9m、HIVPφ100 L=146.3m 指名競争 ○ ○ 令和3年2月末

14 本町岡内地区舗装本復旧工事（１工区） 双葉郡富岡町本町1丁目地内 AS舗装工　A=1,500㎡ 指名競争 ○ 令和3年2月末

15 町道羽竜廹線外舗装本復旧工事 双葉郡双葉町大字渋川字西羽竜廹地内 AS舗装工　A=12,400㎡ 指名競争 ○ ○
令和3年3月末
令和3年1月末

16 町道新山鴻草線外配水管布設替工事 双葉郡双葉町大字長塚～新山地内 DIP-GXφ150 L=2,500m 指名競争 ○ 令和3年3月末

17 県道長塚請戸浪江線水管橋移設工事 双葉郡双葉町大字長塚字町東地内 水管橋築造　L=34.0m 指名競争 ○ 〇 令和3年3月末

18 中野地区自動水質監視装置設置工事 双葉郡双葉町大字中野字竹ノ花地内 屋外自立型　N=1台（測定項目：残塩塩素、濁度、色度） 指名競争 ○
令和2年9月末
令和2年10月

19 二ツ沼地区配水管洗浄工事 双葉郡広野町大字上北迫字二ツ沼地内 配水管内洗浄：HIVPφ200 L=260m 指名競争 ○ 〇 令和3年3月末

20 工水沈殿池No.2汚泥掻寄機更新工事 双葉郡楢葉町大字上小塙字小山地内 汚泥掻寄機更新(台車牽引等ワイヤーロープ交換) 1式 指名競争 ○ 令和3年2月末

21 小山浄水場テレメータ更新工事 双葉郡楢葉町大字上小塙字小山地内外 テレメータ装置（親機・子機）N=3対 指名競争 ○ 〇
令和3年2月末
令和3年3月末

22 小山浄水場工水着水アルカリ度計更新工事 双葉郡楢葉町大字上小塙字小山地内 アルカリ度計　N=1台 指名競争 ○
令和3年9月末
令和2年11月末

23 富岡産業団地整備に伴う舗装本復旧工事 双葉郡富岡町大字上郡山地内 AS舗装工　A=16,211㎡ 指名競争 ○ ○
令和3年3月末
令和3年1月末

24 導水及び送配水ポンプ棟真空遮断器修繕工事 双葉郡楢葉町大字上小塙字小山地内 真空遮断器　N=2台 指名競争 〇 令和3年3月末

25 小山浄水場自家用発電機分解整備工事 双葉郡楢葉町大字上小塙字小山地内 №1ガスタービン及び発電機分解整備 1000KVA　N=1式 指名競争 ○ ○ 令和3年3月末

26 工水南系配水ポンプ分解整備工事 双葉郡楢葉町大字上小塙字小山地内 南系配水ポンプ　N=2台 指名競争 ○ ○
令和2年12月末
令和3年3月末

27 町道波倉線（林東地区）配水管移設工事 双葉郡楢葉町大字井手字浄光東地内 不断水バルブ φ150 N=1基、配水管 HIVPφ150 L=10m 指名競争 〇 令和3年3月末

28 向ノ内住宅配水管移設工事 双葉郡楢葉町大字井手字浄光西地内 配水管 HIVPφ75 L=210m 指名競争 〇 令和3年3月末

29 県道小塙上郡山線（浄光東地区）配水管移設工事 双葉郡楢葉町大字井手字浄光東地内 配水管 HIVPφ100 L=25m、HIVPφ150 L=10m 指名競争 〇 令和3年3月末

30 NTTﾄﾞｺﾓ携帯電話無線基地局建設に伴う配水管移設工事（本設） 双葉郡楢葉町大字山田岡字美シ森地内
配水管 HIVPφ100 L=48.0m、HIVPφ75 L=0.6m、
給水管 PPφ30 L=0.9m

指名競争 〇 令和2年6月
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31 旭台地区配水管接続工事 双葉郡大熊町大字熊字旭台地内 配水管 DIP-GX L=100m 指名競争 〇 令和3年3月末

32 両竹地区配水管布設替工事（石綿管更新） 双葉郡双葉町大字両竹地内

配水管 HIVPφ150 L=2.0m、HIVPφ125 L=14.7m、HIVPφ100 L=65.2m、HIVPφ

75 L=2.0m、地下式消火栓φ75×65 N=1基、給水管分岐工 N=2箇所、既設管

撤去工 ACPφ125 L=14.6m、ACPφ100 L=62.0m

指名競争 〇 令和2年10月

33 双葉町(A地区)下水道災害復旧工事に伴う配水管移設工事 双葉郡双葉町大字長塚地内
配水管 HIVPφ100 L=82.7m、HIVPφ75 L=15ｍ、PPφ50 L=115.3m
給水管 PPφ25 L=7m、PPφ20 L=24.8m

指名競争 〇 令和3年3月末

34 双葉町(B地区)下水道災害復旧工事に伴う配水管移設工事 双葉郡双葉町大字長塚地内
配水管 DIP-GXφ200 L=4.6m、DIP-GXφ150 L=7m
給水管 PPφ30 L=34.8m、PPφ20 L=9.2m

指名競争 〇 令和3年3月末
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